
                               No. １３ 
                           令和４年 9 月 

                         長岡第二中学校キャリア教育部 

高校の先生による説明会（進路学習会） 

まとめ＆感想《私立高校編》 
〈京都明徳〉 

・パソコンやｉＰａｄを使わずにスマホを授業で使うことに驚いた。校舎もきれいで

ものすごくトイレがきれいだった。体育祭や文化祭は全員で楽しんでいて特に文

化祭がすごく楽しそうだった。９時開始はうれしい。ホワイトボードがとてもいい。

チョークの粉で汚れることもないしとてもいいと思う。勉強も頑張れるしとても

面白い学校生活が過ごせそう。（３組女子） 

・めちゃめちゃ「楽しむ」っていうことを大事にしている高校だと思いました。ト

イレやグランド、食堂までとてもきれいで本当にこだわっているんだなと思い 

ました。資格の勉強、特進など先を見据えた勉強・学習をしていてとってもおもしろそうな

学校でした。（５組男子） 

 

〈京都先端科学大学附属〉 

 ・海外とのつながりを大事にグローバルに羽ばたける人材を育てているんだなと思った。コース

が多くていろんな目的の人が集まっているんだなと思った。大学との連携によってできること

がたくさん増えていていいなと思った。（４組女子） 

・附属高校になったから大学との連携も増えて大学の先生が来て色々教えてくれる。特Bは部活

と勉強、両方頑張れる。進学コースは中学校の復習もできて部活では高い目標をもって頑張

れる。４つコースあるけど全て海外経験ができる。海外からも人は来るからこれからの社会に

役立つ。コースの特性に合わせた進路実現ができるから自分にあった希望進路でいけるから

良いなと思った。（２組男子） 

 

〈京都成章〉 

・飲食、Wi-Fi 環境の利用制限なし、完全下校時間持たないなど、自由な校風で生徒がそれぞれ

自由な勉強スタイルを選択させてくれるような高校。必修の科目と選択できる科目があり、好

きに組み合わせて受けることができるため、空いた時間に先生に教えてもらったり、体育の後

であればシャワー室があるため汗を流すこともできる。個性がとても大切にされた高校でかな

り良いと思った。（３組男子）  

・とても自由だということがわかりました。思っている以上に設備が整っていてびっくりしました。

生徒の自由、過ごしやすさ、楽しさなどがいちばんになっていると思うくらいすごかったです。

「テレビを家に帰ってみたいという人がいるから学校にテレビをいっぱい置きました。」という

話がとてもおもしろかったです。とても enjoyできる学校だと思いました。（2組男子） 

・生徒の自由や自主性が重視されているのがすごく良いと思った。自習スペースがいっぱいあ

ってやるべき事を全て学校で終わらせてから帰れるのはうらやましかった。朝もゆっくりでき

て、すべてが自由で、でも勉強もちゃんとできる環境が整っているのに驚いたし、一度学校見

学とか行ってみたいと思った。（６組女子） 

 

〈京都西山〉 

・特進や総合進学があり、そこから５つのコースを選べるのがとてもいいなと思った。二中からの

道を見せてくださったので位置や時間が正確にわかったのでよかったと思う。１日の終了後のク

ラブや将来を見越した保育系のためのピアノレッスンなど将来に対してとても力を入れていたと

思う。ほかにも放課後の学習支援プログラムは自分のペースで勉強ができるとても良いシステ

ムだと思った。（３組男子） 

・ソフトボール部の金メダリストが通っていた高校。今年から共学になったから活気が学校にあふ

れていていいなって思いました。保育に特化していてピアノが６０台もあって圧倒されました。校

舎が新しくなったのでとてもきれいだなって思ったし、１階から４階まで見渡せて風通しがよくて

気持ちがいいなと思いました。（２組女子） 

 

〈龍谷大学付属平安〉 

・言葉・時間・命を大切にしていると知って、いい高校だなという印象を持ちました。また、野球専

門コースがあったり、たくさんの建物があるなど、ほかの高校とは違ったところがあるのがおも

しろいなと思いました。仏教を大切にしていることがわかって、登校時の一礼・仏参などあまり体

験できないようなことができるのはすごくいいなと思います。また、職員室が解放されていて、

だれでも通ったりできるのは自分の学力向上にもつながったり、先生との距離感が近くなると

思いました。（５組女子） 

・仏教を大切にしている学校だなとわかりました。また、私立ってすごく施設が整っているなと思

いました。この学校は３つの大切というのがあってそれを大切に学校をつくってらっしゃるんだ

なと感じました。仏教とかそういう儀式があるのもビックリしたし、宗教がある学校ってこんな感

じなんだなと知れました。〇〇付属高校というようなところのシステムを学んだことがなかった

けど、こんな感じで内部進学するんだということを知りました。 

初めてそういう話を聞いたので知れてよかったです。（６組女子） 

  

裏に続く⇒ 



〈花園〉 

・宗教の学校とは知らなかったし、座禅があることも知らなかった。また、同好会がつくれる点が

おもしろいと思った。行事も楽しそうだったが勉強にもしっかり力を入れていることが伝わって

きた。また、指定校の種類が多く、大学進学のことを重視して指定校に行くために選ぶのもいい

と思った。土曜や夏休みも勉強していて、文武両道だと思った。勉強の環境がとても整っている

と思った。（３組女子）                                

・特進Aコース、特進Bコース、進学カルティベートコースの３つに分かれている。宗教の教えを大

切にしていて、自力本願や問題解決する力を身につけ自分を信じて生き抜く力をもてる人間に

なれるような指導をしている。A コースは国公立や難関私立、B コースは関関同立を目指すコー

ス、国際教養にも力を入れていており、外国との交流やハワイなどへの修学旅行が計画されてい

る。塾に行かずとも EX 講座、特別進学講座、個別指導、独習会などで自分で勉強する習慣をつ

けることを大切にしている。（３組女子） 

 

〈大谷〉 

・先生がすごく楽しそうに詳しく言ってくださったので、学校生活も授業も大変だけど楽しそうに

思えた。内申があまりよくなくても入試で逆転できるのでモチベーションも保てるし、希望が見

えた。学校行事が生徒考案だったりするのでとても楽しそうだし、行事のためにがんばろうと思

えそう。放課後も自分の実力に合わせて自習室で勉強したり、オンラインで授業を受けたり自分

が決める選択権が豊富で勉強も学校生活も楽しそうに思った。（５組女子） 

・4 つのコースがあり、より高い点で合格すればコースを選んで決めれるということがわかりよい

なと思いました。そしてスポーツ施設などもしっかりと整備されていてとても良い環境でスポ

ーツに取り組めると知りとても行きたくなりました。（2組男子） 

 

〈京都外大西〉 

・特Ⅰは勉強重視で特Ⅱは文武両道って感じがした。毎朝の小テストは日々の努力が将来に役に

立つからと話してくれたのが興味深かった。国際文化コースは英語を重点にして留学や海外な

どの学校との交流がしやすい学校だと思った。（５組女子） 

・すっごく英語に力を入れていてよいと思った。留学７週間や 5 週間があってよいと思った。国際

文化コースではネイティブの先生が１０人ほどいてびっくりした。（３組男子） 

 

 

 

 

 

 

９月～１０月初旬のオープンスクールおよび学校説明会 ９月 21日現在 

9/23 祝 府立桂高校  学校説明会 9:00/11:00 部活動体験 12:30～ QR HP 9/12〆切 

京都成章高校 学校説明会 11:00～/13:00～/15:00～ 申込不要   

平安女学院高校 オープンスクール 9:30～12:00 QR HP 要申込 

京都精華学園高校 オープンキャンパス 10:00～/13:30～ HP TEL 9/20〆切 

9/24 土 国立舞鶴工業高等専門学校 入試説明会 13:00 HP  9/17〆切 

府立東稜高校 オープンスクール 9:30～/11:30～ 部活動体験 9:00/11:00 QR  

府立亀岡高校 学校説明会 9:00～ HP  9/2～9/9 

市立銅駝美術工芸高校 実技講習会 9:00～16:00  QR HP  9/1～9/16  

市立日吉ヶ丘高校 学校説明会 12:30～/14:30～ 部活動体験 9:00～  

校内見学ツアー  9:00～ WEB QR 9/5～9/9 

京都先端科学大学附属高校 学校説明会 9:00～/ 11:00～ QR HP 要申込 

京都廣学館高校 オープンキャンパス 10:00～ QR HP 30 組限定 

京都聖母学院高校 クラブ体験会 14:00～ HP 前日〆切 

京都外大西高校 學校説明会 於：長岡京市中央生涯学習センター 13:00～ 予約不要 

東山高校 オープンキャンパス 10:00～12:00  WEB 9/10～9/20〆切 

華頂女子高校 オープンスクール 9:30～ QR 

洛陽総合高校 部活動体験(男ﾊﾞｽｹｯﾄ 男女ﾊﾞﾚｰ 男女ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男ｻｯｶｰ) HP  

9/25 日 国立舞鶴工業高等専門学校 入試説明会 13:00 HP  9/18〆切 

東山高校 オープンキャンパス 10:00～12:00  WEB 9/10～9/20〆切 

10/1 土 府立朱雀高校 学校説明会 部活動体験 13:00～16:30 HP FAX 〒 9/22〆切 

府立鳥羽高校 学校説明会 13:00～/15:00～ HP, FAX  9/1～9/16 

府立農芸高校 オープンスクール 8:50～12:00  HP FAX   

市立京都工学院高校 スクールガイダンス 9:30～12:00 QR 9/29〆切 

京都外大西高校 學校説明会 於：高槻市生涯学習センター 10:00～ 予約不要 

京都芸術高校 美術体験教室 9:00～/13:30～ WEB FAX  9/26〆切 

京都両洋高校 オープンスクール 10:00～  HP 先着順 

京都産業大学附属高校 入試説明会 14:30～ QR  HP  要申込 

京都橘高校 授業見学会 10:00～12:30 HP, 9/20～9/27〆切 

京都文教高校 特進コース学習体験会 先着 30 名 QR HP 9/16～申込 

立命館高校 学校説明会 13:00～ 9/15～ 予約開始 

10/2 日 国立京都教育大学附属高校 学校説明会 12:45～ QR HP FAX Email Tel 9/28〆切 

京都芸術高校 美術体験教室 9:00～/13:30～ WEB FAX  9/26〆切 

 

「しっかりと聞いてくれはりました。」「礼儀正しくて、

お話してて気持ちよかったです。」という感想をおっ

しゃられていました。 

今回の説明会がみなさんのこれからの学習への意欲

や、進路選択の一助となることを願っています。 


